
糖尿病性合併症（脳卒中、心筋梗塞、網膜症、
神経症、腎症）の予防・進行防止策とは？ 



網膜症 
白内障 

緑内障 

感染症 

感冒、肺炎 

肺結核 

胆のう炎 

腎症 
腎盂腎炎 

 

壊疽 

ED（勃起不全） 
膀胱炎 

排尿障害 

動脈硬化、脳梗塞 

動眼神経まひ 

顔面神経まひ 

歯槽膿漏 

動脈硬化 

狭心症 

心筋梗塞 

皮膚病、感染症 

末梢神経障害 

冷え、しびれ、痛み 

糖尿病合併症は全身に起こります 糖尿病の 

合併症 



糖尿病は合併症が恐い病気です 
糖尿病の 

合併症 

細小血管障害 大血管障害 

腎症  むくみ 

しびれ 

血   管 

網膜症 神経障害 

動脈硬化の進展 

（心筋梗塞、脳卒中など） 

●血糖値が高い状態が長く続くことによって、合併症を引き起こす 

●高血糖がもたらす障害の主なものは大きく分けて2つ 

●合併症が糖尿病の予後を悪くしている 



糖尿病性網膜症は、放っておくと 

失明することもあります 

●糖尿病が進むと、網膜の細い血管に出血が起きたり、 

    瘤ができ、糖尿病性網膜症が発症する 

●定期的に眼底検査を受ける必要がある 

糖尿病の 

合併症 



糖尿病性網膜症は自覚症状がないまま進行します 





中性脂肪 （トリグリセライド） を改善すると、  

網膜症が進行しにくくなる。 



降圧剤 （ブロプレス） を使用すると、  

網膜症が進行しにくくなる。 



糖尿病による細小血管障害は、 

腎臓にも起こります 

●定期的に尿検査をし、「タンパクがどれくらい尿の中に出て 

    いるのか」をチェックし、腎機能をみる必要がある 

腎機能の障害 

糸球体の細い血管に 

障害が起きる 

輸入動脈 輸出動脈 

糸球体 

尿細管 

尿 

人工透析 

悪化すると 

ろ過 

糖尿病の 

合併症 





糖尿病腎症 

1）早期腎症の診断 

         尿中アルブミン排泄量（随時尿） 

正常アルブミン尿    ＜30mg/gクレアチニン 

微量アルブミン尿    30~299mg/gクレアチニン（早期腎症） 
顕性蛋白尿        ≧300mg/gクレアチニン（顕性腎症） 

2）顕性腎症以上は、尿蛋白量、血清クレアチニン値等で評価 

3）血糖管理だけでなく血圧管理も重要 

  管理目標：130/80mmHg未満、顕性腎症以上では125/75mmHg未満 

     ACEIやARBの有用性 

4）食事療法 

  蛋白制限（1日0.8g/kg標準体重以下）の有用性の報告あり 

    食塩制限（1日7g以下, 高血圧合併例は6g以下） 



血糖値が高い状態が続くと、 

末梢神経がおかされます 

●神経障害が現れたら、足などは特に清潔に保つ 

●傷がないかどうか、日頃からまめにチェックする 

神経が障害されてケガに気がつかない 

そうならないために 

糖尿病の 

合併症 



自律神経にも障害が 

現れることがあります 

●自律神経は、内臓の働きを調整している神経 

●自律神経が障害されると『立ちくらみ』 『便秘』 『下痢』 

    『尿の出が悪い』 『ＥＤ（勃起不全）』 などの症状が起こる 

糖尿病の 

合併症 



糖尿病の人は健康な人と比較して、 

動脈硬化が進んでいます 

●糖尿病は血管の細胞に障害を起こすので、動脈硬化を起こしやすい 

●年齢が上がるにつれ、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞、 

    脳卒中などを起こすリスクが高くなる 

動脈硬化の主な危険因子 

高血圧 糖尿病 

家族歴 

脂質異常症・低HDL血症 肥満 

運動不足 

喫煙 

高尿酸血症 精神的ストレス 

糖尿病の 

合併症 



「死の四重奏」を奏でていませんか？ 

これらの病気は 

と呼ばれ、自覚症状がない 

まま密かに病状が進行し、 

心疾患や脳血管疾患などの 

重大な病気を引き起こしてし 

まう可能性大。 

http://health.nifty.com/koushikessyo/3_shikkan/shikkan_4.htm 

ﾏﾙﾁﾌﾟﾙﾘｽｸﾌｧｸﾀｰ症候群 



2型糖尿病患者の冠動脈疾患リスクファクター 

(United Kingdom Prospective Diabetes Study 23) BMJ 316：823,1998 

  喫 煙 第５位 

 0.0065   収縮期血圧 第４位 

 0.0022   ヘモグロビンA1c 第３位 

＜0.0001 HDLコレステロール 第２位 

＜0.0001 LDLコレステロール 第１位 

p値 リスクファクター 順 位 

 0.056 



血液ドロドロの状態 

高脂血症とは？ 

高脂血症とはコレステロールや中性脂肪など、 

血液中の脂質が異常に多すぎる状態のこと。 

特に自覚症状もなく、日常生活に不都合なこともないため 

見過ごされがちで、健康診断などの血液検査で発見される 

ことが多いんです。 



●高血圧、脂質異常症は、糖尿病と同様に長い間の生活習慣が原因 

●単独の場合に比べて、病気が重なると、狭心症や心筋梗塞 

    などの心血管疾患発症の危険度が高くなる 

Stamler J et al.:Diabetes Care 16:434-444, 1993 

糖尿病に、高血圧、脂質異常症が重なると、 

心血管疾患の危険度が急増します 

リスク因子の数と心血管疾患による死亡 

糖尿病の 

合併症 



2型糖尿病治療のABC 

A 血糖コントロール 

B 高血圧のコントロール 

C 高脂血症のコントロール  



2型糖尿病治療のABC  

A: HbA1cを6.5％以下にコントロール 
 できれば、 5.8％以下にコントロール 

食後2時間血糖値 ＜ 140mg/dl   

C: LDL-C      ＜ 120mg/dl 
TG           ＜   150mg/dl 
HDL-Ｃ       ＞  40mg/dl 

B:  BP（血圧） ＜ １３０/８0 mmHg  

科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン  改訂第2版, 南江堂, 2007 

（大血管合併症の発症・進展抑制するためには…） 



Stratton IM et al.: BMJ 321:405-412, 2000  

HbA1c1％低下による合併症抑制 

HbA1cが1％と低下すると合併症を 

ぐんと抑制できます 
糖尿病の 

治療 



糖尿病の人は食後の高血糖に 

注意する必要があります 

●健康な人は食事をとると血糖値が上がり、およそ2時間くらいで元に戻る 

●糖尿病の人は、食後血糖値が高い  

糖尿病の 

治療 



●糖尿病の人の中でも、食後の血糖値が高い人ほど 

    心筋梗塞を起こす危険性が高い 

食後の血糖コントロールが悪い人ほど 

心筋梗塞を発症しやすくなります 
糖尿病の 

治療 

Hanefeld M et al.:Diabetologia 39:1577-1583, 1996 



●心筋梗塞などの動脈硬化の発症予防には 

  食後の血糖値を正常にコントロールすることが重要です 

合併症予防には 

食後高血糖の改善が大切です 

Hanefeld M et al.:Eur Heart J 25：10-16, 2004 

食後高血糖改善の合併症発症予防に対する効果 

糖尿病の 

治療 



高血圧を有する２型糖尿病患者では、厳格な血圧 
コントロールが、動脈硬化疾患を予防します    

(UKPDS38) 
厳密な降圧 144/82  vs  154/87 mmHg 
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毎日の運動でＨＤＬ（善玉コレステロール）をUP！ 

•（中村 治雄：臨床成人病，19：1247，1989より作図） 

運動と血清脂質の関係 



お酒は適度な量を守りましょう 

アルコールによって著名な高中性脂肪血症を起こした例 

（石川 俊次：現代医療, 25：815, 1993より作図） 



みなさんが 

かんばった分だけ 

リスクは減って 

いきます。 

生活習慣を変えたらリスクは減るの？ 
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食事 
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運動 

体重 

飲酒 

なにも 

していない人 

（Stamper MJ, et al : N Engl J Med 343 : 16-22,2000） 


